
回次 年年度度 来場者数 ⾏行行列列参加者 照姫役 豊島泰経役 奥⽅方役

第1回 1988年年度度 59,000⼈人 121⼈人 ⼟土家  ⾥里里織 岩波  三郎郎（区⻑⾧長） 中原  ひとみ

第2回 平元年年度度 4⽉月15⽇日(⼟土) 4⽉月16⽇日(⽇日) 61,000⼈人 127⼈人 ⼩小林林  綾綾⼦子 岩波  三郎郎（区⻑⾧長） 松原  智恵⼦子

第3回 1990年年度度 4⽉月14⽇日(⼟土) 4⽉月15⽇日(⽇日) 66,000⼈人 122⼈人 万⾥里里  洋⼦子 岩波  三郎郎（区⻑⾧長） ⼊入江  若若葉葉

第4回 1991年年度度 4⽉月27⽇日(⼟土) 4⽉月28⽇日(⽇日) 102,500⼈人 97⼈人 ⽥田⼭山  真実⼦子 増島  幸作（委員⻑⾧長) 桜町  弘⼦子

第5回 1992年年度度 4⽉月25⽇日(⼟土) 4⽉月26⽇日(⽇日) 128,000⼈人 128⼈人 堀川  早苗 伊吹  剛 ⼤大川  栄⼦子

第6回 1993年年度度 4⽉月24⽇日(⼟土) 4⽉月25⽇日(⽇日) 138,000⼈人 142⼈人 ⼤大沢  さやか 佐藤  佑介 北北原  佐和⼦子

第7回 1994年年度度 130,000⼈人 130⼈人 松尾  愛 ⼤大和⽥田  伸也 賀川  ゆき絵

第8回 1995年年度度 130,000⼈人 117⼈人 ⾦金金⼦子  ⾹香⾥里里 ⼩小⻄西  博之 吉沢  京⼦子

第9回 1996年年度度 139,000⼈人 116⼈人 渡辺  なほ⼦子 ⼭山下  規介 桐⽣生  ゆう⼦子

第10回 1997年年度度 125,000⼈人 100⼈人 ⼩小島  ⿇麻⼦子 ⿊黒江  透修 ⽴立立花  みどり

第11回 1998年年度度 85,000⼈人 94⼈人 諏訪  直美 ⼭山内  賢 ⼤大橋  真由美

第12回 1999年年度度 100,000⼈人 89⼈人 古屋  結 渡辺  哲 ⽶米⼭山  めぐみ

第13回 2000年年度度 105,000⼈人 93⼈人 杉浦  真美 轟  ⼆二郎郎 加藤  ⿇麻理理⼦子

第14回 2001年年度度 100,000⼈人 107⼈人 富澤  季絵 輪輪嶋  直幸 ⾦金金峯  淑⼦子

第15回 2002年年度度 100,000⼈人 103⼈人 ⼩小笠笠原  友⾥里里 ⼤大⾼高  洋夫 尾﨑  ⾥里里美

第16回 2003年年度度 100,000⼈人 105⼈人 徳元  彩美 原⽥田  直之 細江  恵⼦子

第17回 2004年年度度 100,000⼈人 97⼈人 村松  真⾐衣 伊藤  克信 江⼝口  博美

第18回 2005年年度度 105,000⼈人 109⼈人 ⽊木下  佳織 阿部  六六郎郎 近藤  明美

第19回 2006年年度度 95,000⼈人 98⼈人 ⽮矢萩  稜稜⼦子 三善  英史 新宮  悦⼦子

第20回 2007年年度度 120,000⼈人 107⼈人 村⽥田  悠⼦子 ⽥田辺  靖雄 九重  佑三⼦子

第21回 2008年年度度 120,000⼈人 98⼈人 河⼝口  莉⼦子 篠  敬太郎郎 五⼗十嵐嵐  和代

第22回 2009年年度度 112,000⼈人 96⼈人 阿部  友紀 ⽥田中  穣 伊藤  澄⼦子

第23回 2010年年度度 120,000⼈人 85⼈人 榎元  幸奈奈 真下  淳 ⽞玄⽶米  ひかり

第24回 2011年年度度 125,000⼈人 100⼈人 荒⼭山 　由沙 岸 　浩太郎郎 ⽝犬束 　信⼦子

第25回 2012年年度度 120,000⼈人 100⼈人 古園 　まりな 鍋島 　英視 ⻄西脇 　尚美

第26回 2013年年度度 125,000⼈人 99⼈人 来代 　ひより 清澤 　洋⼀一 吉⽥田 　恒⼦子

第27回 2014年年度度 128,000⼈人 93⼈人 佐藤 　有⾥里里恵 久間⽊木 　尚之 村上 　伊希⼦子

第28回 2015年年度度 130,000⼈人 99⼈人 ⼾戸⽥田 　鮎菜 上⽥田 　⼤大介 森 　恵美

第29回 2016年年度度 130,000⼈人 99⼈人 平⽥田 　こころ ⿊黒⽥田 　哲也 ⼤大森 　貴恵

第30回 2017年年度度 100,000⼈人 102人 ⽊木下 　綾綾乃 橋坂 　⼀一樹 佐藤 　亜希⼦子
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